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 2月28日(日) 青年部冬の集い 

  時間 午後2：30から 

  会場 川越教会 

  申込 ＦＡＸでお申込みください。 

     ＦＡＸ：04-2965-4348 

  【問い合わせ】森淑子(狭山) ☎04-2954-8131 

来月の集会案内等 

3月4日(金) 世界祈祷日  (婦人部活動) 

  時間 午前10：30から （受付 10：00） 

会場 1区：岩槻教会 (事務：越谷教会） 

2区：東松山教会 

3区：カトリック熊谷教会(事務：熊谷教会） 

  ▽主催ＮＣＣ日本キリスト教協議会（女性委員会） 

   ＷＤＰより送られて来る原案をもとに、日本語式 

   文を作成し配布しています。 

   世界祈祷日の献金はＷＤＰを通して式文作成国 

   の女性達の活動のため、国内外の女性達の働きの 

   ために、捧げられます。 

  【問い合わせ】酒井博子(浦和東) ☎048-970-1090 

 

3月21日(月・祝) 地区総会 

  時間 午前9：30～午後3：30 

  会場 聖学院教会 

  開会礼拝 石川榮一牧師(北本) 

  内容 地区委員選挙、各委員会各部報告、予算決 

算、地区宣教活動計画等 

  ▽教会の信徒議員を各教会・伝道所の役員会で 

   選任しておいて下さい。議員登録のはがきの 

   締切は2月15日(月)到着 

 【問い合わせ】末 永廣(小川) ☎0493-72-4904 

                 090-1854-5602 

報 告 

【各集会参加者数】 

・新年合同礼拝  (1／11)  256人・54教会 

 
お知らせ・お願い 

☃     2月の予定 
【地区関係】 

 地区総合協議会のご案内 

  各委員会・各部等の代表者の方、下記の件で協議 

  しますので、よろしくご参加ください。 

  日時 2月12日(金) 午後7：00から 

  会場 埼玉新生教会 

  内容 各委員会・各部等の次年度の委員編成、計 

     画と日程、委員会日程、予算等を協議調整。 

▽各代表者の方は、当日必ず次年度の委員構成、 

   委員会日程、行事日程を25部ご提出ください。 

   常設委員会は、委員の任期(例：2期1年目)を 

必ず明記して下さい。 

※夕食はありませんので各自で済ませて来てく 

 ださい。駐車場の用意があります。 

  【問い合わせ】末 永廣(小川) ☎090-1854-5602 

 

「埼玉地区デー」献金のお願い 

下記の口座にお振込み下さい。振込みの場合は振 

替用紙に“地区デー献金”と明記してください。 

地区総合協議会後に会計の年度まとめ作業に入 

りますので、早めの送金をお願いします。  

郵便振替口座 ００１３０－２－４１３１２７ 

口 座 名  日本基督教団 埼玉地区 

【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎048-252-7036 

 

 寄り1区教師会のご案内 

日時 2月8日(月) 午前10：30～午後1：00 

会場 国際愛伝道所 

礼拝 許昌範牧師(国際愛) 

   発題 小林眞牧師(岩槻) 

   主題 「教憲から〈教会〉を考える」 

※各自「教憲・教規」をご持参下さい 

   会費 1,000円 

 【問い合わせ】許昌範牧師（国際愛）☎048-778-9937 

 1日(月) 教師部委員会 

       埼玉新生教会 11：00ａｍ 

11日(木) 信教の自由と平和を求める2・11集会 

       埼玉和光教会 10：00ａｍ 

12日(金) 地区総合協議会 

       埼玉新生教会 7：00ｐｍ 

16日(火) 地区委員会 

       埼玉新生教会 5：00ｐｍ 

21日(日) 壮年部総会 

       岩槻教会 2：30ｐｍ 

28日(日) 青年部冬の集い 

       川越教会 2：30ｐｍ 

29日(月) 地区婦人部委員会 

       西川口教会 10：00ａｍ 

今月の集会案内等 

2月11日(木) 信教の自由と平和を求める2・11集会 

  時間 午前10：00～午後1：00 

  会場 埼玉和光教会 

  講師 山口陽一先生(東京基督教大学教授) 

  演題 「日本にあるキリストの教会の政治的責任」 

      ～いま立つべきところと為すべきこと～ 

  会費 500円 

▽講演の後、講師を囲んでの懇談会もあります。 

 【問い合わせ】清水与志雄(行田) ☎048-555-2301 

 

2月21日(日) 壮年部総会 

時間 午後2：30から (受付開始 午後2：00) 

  会場 岩槻教会     

開会礼拝 小林眞牧師(岩槻) 

  議案 活動報告、決算報告、活動計画、予算案等 

 【問い合わせ】松下充孝(大宮) ☎048-652-0543 

最新の情報は地区ホームページでご覧になれます。  http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama/    制作：ホームページ委員会   発行：埼玉地区委員会 



埼玉地区月報  No.230 (裏面) 
 【地区関係】 

 地区総会報告書提出のお願い 

各委員会・各部等の代表者の方は、地区総会に向 

  けて年度報告をご提出ください。 

書式：Ａ4、余白(上下左右20ミリ)、40行、 

    1行／45字、10.5ポイント 明朝、 

  タイトルは 16ポイント ゴシック 

  提出期限 2月15日(月) 

  ▽地区書記・末永廣までご提出ください。 

提出はメールのみの提出となります。報告書を 

メールで添付してください。なお、必ず一度 

プリントアウトして間違いがないか確認して 

からご提出ください。宜しくお願いします。 

   メール：ogawasue471@yahoo.co.jp 

【問い合わせ】末 永廣(小川) ☎0493-72-4904 

                090-1854-5602 

【各個教会関係】 

 「がん友の会」発足の講演会ご案内 

日時 2月11日(木・祝) 午後2：00～5：00 

会場 大宮教会 

講演 「ガンにならないための生き方、 

ガンと上手に闘う生き方」 

  講師 松永光明医師(メイクリニック医院長) 

(元上尾中央病院脳外科勤務) 

発起人 内藤留幸(元教団総幹事)、森田弘道(愛泉)

疋田國磨呂(大宮) 

  【問い合わせ】疋田國磨呂(大宮) ☎048-641-6148 

 

 越谷教会「第4回教会セミナー」のご案内 

日時 2月14日(日) 午後0：20～2：00 

会場 越谷教会 

第1部 「第17回信仰の先輩に聞く」 

お話 駒込綾子姉 

第2部 講演 「日本基督教団の過去・現在・未来」 

    講師 石橋秀雄牧師(教団総会議長) 

【問い合わせ】越谷教会伝道牧会委員 ☎048-962-2743 

 
 報告：新年合同礼拝 

お知らせ・お願い 2016 年 1 月 11 日(月・祝)、上尾合同教会を会場と

して、2016年埼玉地区新年合同礼拝が行われました。

今年は、2年に一度開催されます三区(1区・2区・3区)

が合同で行う礼拝でした。出席者は、256 人、54 教会

伝道所・集会所(地区内は52)でした。 

司式は北本教会の石川榮一牧師、説教前の子どもへ

のメッセージを狭山教会の森淑子牧師がされました。  

説教者は、金城学院大学教授であり現在埼大通り教会

の代務者の深井智朗牧師が「あとになってわかること」

と題して（聖書箇所は「ヨハネによる福音書13章1～

7 節）説教をされました。大変感動深いエピソードを

いくつも織り交ぜながら説教をされました。尚、礼拝

の様子は地区のホームページで聞くことができます。 

①礼拝開始から森牧師の子どものメッセージを含め 

 深井牧師の説教前まで(約30分) 

②深井牧師の説教(約30分)  

③説教後から礼拝終了まで(約40分)  

聖餐式は、上尾合同教会の秋山徹牧師(主)と東所沢

教会の指方周平牧師(副)が務めました。毎回そうです

が、やはり250 人を越える地区内の牧師・信徒と一緒

に聖餐の恵みにあずかれることは感慨深いものがあり

ます。 

礼拝後に、今年成人式を迎えられた方に対しての祝

福の祈りが埼玉地区委員長の川染三郎牧師（鴻巣教会）

によってなされました。今年は、2 人の兄弟が祝福の

祈りを受けました。その後、礼拝堂の隣のホールに移

って楽しい交わりのひと時がもたれました。今回は上

尾合同教会の皆様によって美味しいカレーやお菓子や

飲み物等を頂きました。上尾合同教会の方々には、大

変お世話になりました。 

今年もまた地区の１年の始まりをこのような地区の

一致と連帯の象徴とも言うべく豊かな礼拝と交わりを

持ってスタート出来ましたことを深く感謝致します。 

(埼玉地区ホームページより一部抜粋) 

 寄り3区教師会のご案内  

日時 2月29日(月) 午前10：30～午後2：00 

会場 鴻巣教会 

   礼拝 川染三郎牧師(鴻巣) 

   発題 大坪直史牧師(熊谷) 

   主題 「教団のこれからについて考えること 

       ～これまでの教団を振り返りつつ～」 

   会費 300円  昼食代 700円 

▽教会の駐車場は使用できませんので、お車の方 

は近隣の駐車場をご使用下さい。 

  【問い合わせ】舟生康雄(加須) ☎0480-65-3447 

 

 寄2区教師会のご案内 

日時 3月14日(月) 午前10：30～午後2：00 

会場 東所沢教会 

説教 指方周平牧師(東所沢) 

発題 西海満希子牧師(越生) 

▽昼食会(森先生の手作りの美味しいお弁当の準 

備)があります。出席を3月9日(水)までに指方 

までお知らせ下さい。FAX：04-2945-5169又は、 

メール：ht_kyoukai@r7.dion.ne.jp 

【問い合わせ】指方周平(東所沢) ☎04-2945-5169 

 

【各個教会関係】 

 桶川伝道所「賛美礼拝＆コンサート」のご案内 

  日時 2月21日(日) 午前10：30～午後1：20 

  会場 桶川伝道所 

  お話 許昌範牧師(国際愛) 

  演奏 チェロ：木村正行 ソプラノ：斉藤なが子 

     バイオリン&ソプラノ：河野絹絵、長田孝子 

    ▽入場無料、食事300円(東日本大震災へ) 

  【問い合わせ】高橋悦子(桶川) ☎048-787-5921 
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